
アニュアルレポート2014

当社は2009年より、持続可能な成⻑
を実現するための世界的な枠組みづ

くりである国連グローバル・コンパ

クトに参加し、「⼈権の保護」や

「不当な労働の排除」、「環境への

対応」、そして「腐敗の防⽌」の４

つの領域に関わる10の原則の実現に
むけ努⼒を続けています。

ライオン株式会社は、社会的責任投

資（SRI）の世界的な株価指数である
「FTSE4Good Index」の構成銘柄
として採⽤されています。

ライオン株式会社は、モーニングス

ター社会的責任投資株価指数の構成

銘柄として2010年1⽉より継続して
採⽤されています。

社⻑インタビュー

中期経営計画「V-2計画」において、
引き続き構造改⾰と収益向上に取り

組んでまいります。

「Vision2020」の進捗 トップメッセージ

ビジネスレビュー サステナビリティ コーポレート・ガバナンス

「Vision2020」の進捗

社⻑インタビュー

トップメッセージ

ビジネスレビュー

サステナビリティ

コーポレート・ガバナンス

印刷／ダウンロード



アニュアルレポート2014（平成26年12⽉期）

「Vision2020」の進捗

社⻑インタビュー

トップメッセージ

ビジネスレビュー

⼀般⽤消費財事業

オーラルケア事業

ファブリックケア事業

薬品事業

ビューティケア事業

リビングケア事業

その他の分野

産業⽤品事業

海外事業

サステナビリティ

研究開発

コーポレート・ガバナンス

社外取締役メッセージ

取締役、監査役および執⾏役員

Copyright© 1996-2016 Lion Corporation. All rights reserved.



V-1計画の振り返り Vision2020 V-2計画

V-1計画の振り返り

成果

売上⾼成⻑率4%

当初想定の事業成⻑を達成

課題

営業利益率3.4%

⽬標である3.6%には未達

ROE: 6.2%（⽬標⽐マイナス3.8ポイント）

BEP: 93.3%（⽬標⽐マイナス3.3ポイント）

「Vision2020」の進捗（アニュアルレポート2014）



Vision2020

ビジョン到達に向けて

V-2計画

業績⽬標

営業利益率5%に向けて収益構造を変える

「V-2計画」の最優先テーマは、収益⼒の向上です。

「V-2計画」では、「V-1計画」で整備した収益体制の基盤をベースに構造改⾰を加速させ、収益⼒の向上を実現します。

より詳しい情報については社⻑インタビューをご覧下さい。

損益⽬標

http://www.lion.co.jp/ja/ir/library/ar/2014/interview.php


損益⽬標

(単位︓億円) 2017年 売上⽐
（%）

売上平均成⻑率
／利益率改善幅

売上⾼ 4,000 100.0 2.9%

営業利益 200 5.0 +1.6p

経常利益 220 5.5 +1.7p

当期純利益 120 3.0 +1.0p

経営指標

ROE: 10%以上

BEP: 90%以下
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国内では、消費税率引上げや夏場の天候不順、海外では⼀部の国での政情不安や経済の減速などに⼤きく影響を受け、当社を取り巻く事業環

境は依然として厳しさが続きました。

このような中、⼀般⽤消費財事業の各分野において⾼付加価値製品の育成と浸透を図るとともにプロダクトミックスの改善に努めました。

産業⽤品事業では、業務⽤洗浄剤分野の伸張や、化学品事業では⾼付加価製品の売上が伸⻑したことにより利益性が改善しました。

海外事業においても、主⼒のタイで、期後半は順調な伸びを確保したことや、中国でのネットを通じた販売も順調に伸びたことにより、量的

成⻑を継続させることができました。

「V-1計画」の期間においては、消費増税や為替変動などの影響がありましたが、おおむね良好な売上成⻑を達成しました。国内では、主⼒ブ
ランドの重点育成や営業体制を強化するとともに、海外では、各国でのグローバルブランド展開を加速させて、積極的なマーケティング活動

の成果をあげることができました。

⼀⽅、収益性の⾯では課題を残すこととなりました。特に、⼀般⽤消費財事業で「V-1計画」初年度に⼤きく減益となったことが、その後の利
益計画に⼤きく影響しています。2013年以降は着実に改善し、過去最⾼益を更新することができたものの、当初の⽬標⽔準に対しては⼤きな
乖離を⽣じさせる結果となりました。

しかしながら、計画的・効率的な競争費コントロールなど、利益マネジメントは⼤きく改善し、体質強化は確実に進んでおり、これを基盤と

して「V-2計画」の達成を⽬指します。

また、「Vision2020」で掲げた売上⾼5,000億円、営業利益500億円はあくまで量的なイメージですが、構造改⾰による収益⼒の向上により、
経営ビジョンの実現に向けて戦略を推し進めていくという当初の考え⽅については継続します。

社⻑インタビュー（アニュアルレポート2014）

1. 2014年12⽉期について、2013年に引き続き業績が好調な要因をお聞かせください。

2. 2014年は中期経営計画「V-1計画」の最終年度でしたが、当初の⽬標と乖離が⽣じています。その要因と今後の⽅向性に
ついてお聞かせください。また、経営ビジョン「Vision2020」は変更するのでしょうか︖



当社は、経営ビジョン「Vision2020」の実現に向け、「V-2計画」を今年1⽉からスタートさせました。「V-2計画」では、「V-1計画」で整備
した収益体制の基盤をベースに、4つの戦略と構造改⾰を加速させ、収益⼒の向上を実現していきます。また、「V-3計画」へのしっかりとし
た布⽯を打つ3ヵ年と考えています。

業績⽬標としては、売上⾼4,000億円、営業利益200億円、営業利益率5%といたしました。⻑らく課題であった5%の営業利益率を必ず実現す
るために、当社グループの収益構造をダイナミックに変⾰していきます。特に収益⼒の強化に向けては、原価、マーケティングコスト、SCM
などあらゆる⾒直しを⾏い、効率化と最適化を図る収益構造改⾰を推進します。また利益成⻑とともに経営効率の向上にも取り組み、

ROE10%の達成を⽬指します。

具体的な施策ですが、1つ⽬の戦略である「国内事業の質的成⻑」については、国内では少⼦⾼齢化が進んでいる中、⼀般⽤消費財事業におい
て⾼付加価値品や市場創造型商品の開発を進め、お客様の選択型消費 を確実に取り込みます。また、オーラルケア、ファブリックケア、薬

品分野など戦略分野へ経営資源を集中し、積極的なマーケティング、そして販売活動の効率化を進めます。⽣産供給⾯においては、⽣産固定

費の効率化を図るとともに、物流管理体制の⾒直しを⾏い、SCM効率の最⼤化を進めます。

＊お客様が⾃らその価値を選択した商品には出費を惜しまない消費⾏動

産業⽤品事業については、業務⽤洗浄剤事業で、従来の外⾷厨房向け物販に加え、衛⽣管理サービスを拡充することで病院や介護施設まで顧

客の裾野を広げていきます。

化学品事業については、グループ内に分散していたケミカル事業を統合し、新会社を設⽴します。これにより、シーズの集約とマーケティン

グ体制の整備を図り、海外も含めたお客様へのアプローチを強化します。

2つ⽬の「海外事業の量的成⻑」については、アジアでのプレゼンスをさらに⾼め、利益ある成⻑を⽬指します。

拡⼤する中間所得層の取り込みに向け、グローバルブランドの育成や付加価値の⾼いパーソナルケアブランドを強化します。また、北東アジ

アにおける⽣産拠点の域内相互供給により、⽣産供給体制の最適化を図ります。特に今年はアセアン経済共同体（AEC）が発⾜しますが、東
南アジアでもモノの移動が活発になり、ビジネス拡⼤の環境が整ってきます。また、フィリピンでの事業やMES事業など、「V-1計画」期間
中の先⾏投資事業についても、着実に収益性の改善を図っていきます。

3つ⽬の「新しいビジネス価値の開発」では、通信販売事業は、消費増税後の需要減少により、2014年度には売上成⻑が伸び悩みましたが、
本年より始まる⾷品の機能性表⽰への対応や、⽣産体制の⾒直し、そして第2、第3の柱となる商品開発を強化し、成⻑事業の柱としていきま
す。

4つ⽬の「組織学習能⼒の向上」については、育児や介護といった社員それぞれのライフイベントに合わせたキャリアアップ施策や制度の充実
により、⾃ら学習し変⾰する組織に向け活性化を図ります。

また、昨年開設した⽣活情報サイト「Lidea（リディア）」の活⽤により、お客様との双⽅向コミュニケーションを充実させるとともに、デジ
タルマーケティングプラットホームを活⽤した製品開発・マーケティングを実⾏していきます

また、投資については、構造改⾰やイノベーション強化の為の投資を最重点に⾏います。

国内では、少⼦化に伴い数量ベースでこれまでのような伸びは期待できないものの、⾼付加価値商品を選択するという消費⾏動も確実に存在

しています。また、⾼齢化に伴い、セルフメディケーションの必要性もクローズアップされております。

2015年度も引き続き消費⾏動の変化を捉え、台所⽤洗剤では8年ぶりの⼤型新製品「CHARMY Magica」、制汗剤では「Ban ニオイブロックロ
ールオン」、そしてオーラルケアでは「クリニカアドバンテージ デンタルジェル」や「システマアーチフィットハブラシ」といった⾼付加価
値、市場創造型の商品を発売し、お客様のご好評を得ております。

シェアNo.1ブランドについても、「V-2計画」終了時点において、売上構成を現在の2倍以上とするべく、今後も、研究開発への投資を継続
し、エビデンスが明確で使⽤実感のある製品づくりを追求していきます。

3. 本年よりスタートする「V-2計画」の概要と重点施策について教えてください。

＊

4. 2015年度の新製品戦略についてお聞かせください。特に今後の⾼付加価値品の投⼊およびシェアNo.1ブランドの拡⼤の考
え⽅についてお聞かせください。



「V-2計画」達成のうえで、海外での成⻑は不可⽋と考えています。年平均で10%程度の伸びが必要となりますが、「カテゴリーの拡⼤」、
「エリアの拡⼤」、「チャネルの拡⼤」を進めていきます。

既存進出国ではカテゴリーの拡⼤を進めます。タイ、中国を重点にパーソナルケア商品の拡⼤や未参⼊分野への進出を⾏い、所得増が⾒込ま

れる中間所得層を取り込み、利益ある成⻑を実現していきます。特に中国では、⾼付加価値のオーラルケア製品（⻭刷⼦・喫煙者向け⻭磨）

をメインに販売していますが、⽣産能⼒増強にあわせさまざまなオーラルケア製品の販売拡⼤を⾏うとともに、洗濯⽤洗剤など未参⼊分野の

製品販売を考えています。

エリアの拡⼤については、東南アジアは今後とも⼈⼝･世帯数の増加や中間所得者層の拡⼤が⾒込まれるため、ASEANにおける未進出エリア
への参⼊を引き続き探索していきます。

また、チャネルの拡⼤については、特に中国で伸張著しいネットを通じた販売を強化いたします。

加えて、海外⽣産拠点を積極的に活⽤し、効率的な海外⽣産拠点の活⽤でコストダウンを図っていきます。

株主還元については、永続的かつ安定的な配当を継続することを基本と考えており、2014年度は年間10円の配当とさせていただきました。今
後は業績や内部留保の必要性などを総合的に判断したうえで、配当や⾃⼰株式の取得など総株主還元の充実を⽬指していきます。

2015年4⽉

代表取締役社⻑

濱 逸夫

5. 2014年は海外の売上成⻑が著しかったのですが、今後の海外戦略についてお聞かせください。⽬標の2020年海外売上
1500億円とするための施策として不可⽋なものはどのような点とお考えでしょうか。

6. 株主還元についてお聞かせてください。
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新中期経営計画「V-2計画」達成を⽬指し、⼒強く歩を進めます

ライオンは経営ビジョン「Vision2020」のもと、2020年にあるべき姿を⽬指し、前進を続けています。

その実現への第1フェーズである「V-1計画」が最終年度を迎えた2014年度は、増収増益を果たし、過去最⾼の営業利益・経常利益を更新しました。国内で
は⾼付加価値製品を軸に収益性を⾼め、海外では重点ブランド育成と事業規模拡⼤に努めたことなどが成果の源泉です。

「V-1計画」策定時に掲げた利益⽬標に対しては、事業環境の変化もあり、乖離を⽣じさせる結果となりましたが、戦略の着実な進捗により成⻑への体質強
化は確実に進んでいます。

2015年1⽉より、第2フェーズである「V-2計画」がスタートし、成⻑性の確保と収益⼒の強化に向け、⼒強く踏み出しました。同計画の3ヵ年では、
「Vision2020」を⽀える4つの戦略に加え、構造改⾰の加速が⼤きな鍵となります。

2015年度も引き続き、⾼付加価値製品の育成による収益⼒の向上と、海外事業の利益ある成⻑を図るとともに、環境対応先進企業に向けたCSR活動やコー
ポレート・ガバナンス体制を強化し、企業価値の向上を⽬指してまいります。

これからも私たちの歩みに変わらぬご理解とご⽀援を賜れば、この上なく幸いに存じます。

2015年4⽉

代表取締役会⻑

藤重貞慶

代表取締役社⻑兼CEO

濱逸夫

トップメッセージ（アニュアルレポート2014）
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注） 1. 売上⾼⽐率は、セグメント内およびセグメント間の内部売上⾼を除外し算出しております。
2. 売上⾼は、セグメント内およびセグメント間の内部売上⾼を除外しております。

売上⾼2,493億円
（外部売上⾼）

当社は国内において「予防から⼿⼊れ・快適さにいたるトータルケア」をサポートするハミガキ、洗濯洗剤、医薬品等の幅広い製品・情報を提供して

います。

オーラルケア事業

ハミガキ、 ハブラシ、デンタルリンスなど

     

ビジネスレビュー（アニュアルレポート2014）

⼀般⽤消費財事業

67.9%
産業⽤品事業

8.6%

海外事業

22.3%

その他

1.3%

⼀般⽤消費財事業

http://www.lion.co.jp/ja/ir/library/ar/2014/consumer.php


ファブリックケア事業

⾐料⽤洗剤、⾐料⽤漂⽩剤、柔軟仕上げ剤など

    

薬品事業

解熱鎮痛剤、⽬薬、ドリンク剤、殺⾍剤など

   

ビューティケア事業

ハンドソープ、制汗剤など

    

リビングケア事業

台所⽤洗剤、住居⽤洗剤、調理関連品など

   



脂肪酸メチルエステル 導電性カーボンブラック製品

業務⽤洗浄剤 ⼟⽊建築⽤薬剤

その他の分野

機能性⾷品、ギフト品、ペット⽤品など

   

売上⾼314億円
（外部売上⾼）

産業需要向け界⾯活性剤や導電性カーボンなどを取り扱う「化学品事業」とホテルやレストランの厨房などに向けて各種洗浄剤やハンドソープなどを

販売する「業務⽤洗浄剤事業」などで構成されています。

産業⽤品事業

http://www.lion.co.jp/ja/ir/library/ar/2014/industrial.php


タイ 韓国 中国

台湾 ⾹港 シンガポール

フィリピン マレーシア インドネシア

売上⾼817億円
（外部売上⾼）

海外の関係会社において、主に⽇⽤品の製造および販売を⾏っています

その他

売上⾼48億円
国内において当社の⼦会社が主に当社グループの各事業に関連した事業を⾏っています。主要製品およびサービスには、建設請負、不動産管理、輸送

保管、⼈材派遣等があります。

海外事業

Copyright© 1996-2015 Lion Corporation. All rights reserved.
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2014年の市場環境と業績振り返り 2015年の戦略

売上⾼ 営業利益

国内事業では、期前半は消費増税前の駆け込み需要を積極的に取り込み、また新製品、⾼付加価値品

が好調に推移し、⼤きく増収となりました。期後半では、夏場の天候不順、個⼈消費の回復の遅れな

どの環境の中、⽣活者の選択型消費を捉えた⾼付加価値品を育成して単価上昇を牽引、収益性の向上

を進め、増収増益となりました。

⼀般⽤消費財事業（アニュアルレポート2014）



ハミガキ

No. 1  818億円
ハブラシ

No. 1  450億円
⾐料⽤洗剤

No. 3  1,365億円

柔軟剤

No. 3  842億円
ハンドソープ

No. 1  216億円
台所⽤洗剤

No. 3  469億円

マーケットポジション
当社の国内主要製品の市場規模とポジション

注︓上記、市場規模の数値は、⼩売販売データに基づき、ギフト製品の売上⾼は含んでいません。

出所︓株式会社インテージSRI調査による各カテゴリー。2014年1⽉から12⽉までの売上⾦額ベースのデータ

2014年の市場環境と業績振り返り

2014年は、消費税率引上げや夏場の天候不順の影響を受ける中、前年に引き続き、(1)⾼付加価値品の育成による商品構成の改善、(2)利益マネジメントの改
善による販売促進費の効率化に取り組みました。

オーラルケアでは「クリニカ」シリーズを⼀新し、予防⻭科をテーマに“⻭科専⾨家が奨めるセルフケア”を実現するブランドとして育成を図るとともに、⻭
ぐきの状態に合わせた“⻭周ポケットケア”を実践できる「システマ」シリーズを強化しました。

また、各分野で⾼付加価値品の育成と浸透を図り、制汗剤では、ナノイオン制汗成分がワキ汗をしっかり抑える「Ban 汗ブロックロールオン」、洗濯⽤洗
剤では、⽪脂汚れの洗浄⼒を⾼めた「トップ NANOX」、洗濯槽のバイオフィルムを分解・除去する酵素を新配合した「トップ HYGIA」、解熱鎮痛薬では、
独⾃の技術と処⽅で“早く効いて”“胃にやさしい”「バファリン プレミアム」を新発売しました。

通販事業では機能性⾷品等を展開しておりますが、消費増税後の需要減少などの影響を受け、売上⾼成⻑は伸び悩みました。このような状況の中、良質な休

息を⽀える清酒酵⺟を配合した「グッスミン 酵⺟のちから」を新発売するなど、お客様のQOL（⽣活の質）向上をサポートする商品の拡充を⾏いました。

以上の結果、売上⾼は前期を上回り、営業利益についても前期を⼤きく上回りました。

2015年の戦略

当事業では、⽇⽤品・OTC医薬品・機能性⾷品の分野で、利益を重視した安定的成⻑を⽬指します。⽣活者の潜在的ニーズを捉えた新しい価値提案による
新製品を投⼊し、新たな市場を創造するとともに、既存市場の単価アップと成⻑市場の拡⼤加速に挑戦し、収益性向上に取り組みます。本年は⾼付加価値

品、市場創造型商品の開発により、お客様の選択型消費の取り込みをこれまで以上に徹底するとともに、攻めのマーケティング、販売活動の効率化を進めま

す。
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2014年のキープロダクト 2015年の戦略

「クリニカ」ブランドのリステージ、「システマ」ブランドの改良・新製品投⼊などにより、当事業全体では、当社参⼊市場の伸びを上

回る成⻑を実現し、売上⾼も前年を上回りました。

2014年のキープロダクト

「クリニカ」ブランド

クリニカブランドは⻭科専⾨家が奨める「セルフケア」で、ムシ⻭になってからの治療ではなく、予防を⼤切にす

る「予防⻭科」をテーマに、ハミガキ、ハブラシ、デンタルリンス、デンタル⽤品の品揃えでリステージしまし

た。「予防⻭科」の浸透を図るため、⻭科医院、マタニティ、乳幼児、学童、中･⾼校⽣、店頭等、様々な接点に

おいて啓発情報の発信やサンプリングを継続するなど、接点を増やす活動を積極的に展開しています。「予防⻭

科」の浸透を図ることで、⽣活者のオーラルケアの意識と⾏動に変化を起こし、「クリニカ」ブランドはリステー

ジにより前年⽐114% となり、オーラルケア市場全体を牽引しています。

＊(株)インテージSRIデータ オーラルケア市場（ハミガキ、ハブラシ、洗⼝剤、デンタル⽤品） 2014年1⽉〜2014年12⽉累計販売⾦額

オーラルケア事業（アニュアルレポート2014）

＊



2015年の戦略

「クリニカ」では、「予防⻭科」で⼤切な3つのセルフケアポイントである、(1)「フッ素」を⼝の中に残すこと、
(2)「⻭垢」を残さず落とすこと、(3)「細菌」の増殖を抑えること、をおさえた「⻭科専⾨家が奨めるセルフケ
ア」が実現できるトータルラインアップを提供します。2015年は新しい「予防⻭科」習慣を提案する2つの新製品
を発売し、「予防⻭科」実践者の拡⼤と市場活性化を図ります。⻭周ポケットケアで⻭周病を防ぐ「システマ」で

は、「30歳代からの⻭周病ケア」を提案するハブラシの新製品を発売し、⻭周ポケットケア実践者の拡⼤を⽬指し
ます。

「クリニカ」「システマ」のシリーズ展開の重点育成を継続し、トータルオーラルケアNo.1の磐⽯化を⽬指しま
す。
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2014年のキープロダクト 2015年の戦略

洗濯⽤洗剤では、粉末洗剤が市場縮⼩の影響を受け、売上⾼は前期⽐横ばいとなりましたが、柔軟剤では、「⾼残⾹」「⾹り･防臭」タ

イプが好調に推移し、当事業全体の売上⾼は前年を上回りました。

2014年のキープロダクト

⾹りとデオドラントのソフラン アロマナチュラル

柔軟剤市場は前年⽐106% と伸⻑が継続しています。この中でも、近年は⾹りが⻑続きする「⾼残⾹」タイプ 、

「⾹り・防臭」タイプ が拡⼤傾向にあります。この「⾹り･防臭」タイプの柔軟剤使⽤者についての調査では、同

じレベルで「⾹り」と「防臭・消臭」を重要視していることがわかりました 。天然アロマのナチュラルな⾹りが

楽しめる「⾹りライン」と、消臭効果の⾼いタイプの「消臭ライン」を品揃えした当社の柔軟剤「⾹りとデオドラ

ントのソフラン アロマナュラル」は、2013年9⽉の発売以来お客様のご好評を得ています。当ブランドの販売⾦
額 は前年⽐127%となり、市場の伸⻑を⼤きく上回り、柔軟剤市場全体を牽引しました。

*1 (株)インテージSRIデータ、柔軟剤市場 2014年1⽉〜12⽉ 累計販売⾦額前年⽐
*2 当社分類
*3 当社調べ

2015年の戦略

⾐料⽤洗剤では、液体超コンパクトタイプの市場が前年⽐107% と伸⻑、また、柔軟剤も、「⾼残⾹」、「⾹り・

防臭」タイプが牽引し、市場が拡⼤しています。当社は、2015年も伸⻑市場にマーケティング投資を継続し、市場
伸⻑を上回る成⻑でカテゴリーシェアNo.1を⽬指します。

*4 (株)インテージSRIデータ、洗濯⽤洗剤市場 液体超コンパクト洗剤カテゴリー（ライオン定義） 2014年1⽉〜12⽉ 累計販売⾦額前年⽐

ファブリックケア事業（アニュアルレポート2014）

*1 *2

*2

*3

*1

*4
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2014年のキープロダクト 2015年の戦略

解熱鎮痛薬や、⽬薬において⾼付加価値製品が好調に推移し、当事業分野全体の売上⾼は前年を上回り、当社参⼊市場の前年⽐を上回る

伸びを達成しました。

2014年のキープロダクト

バファリンプレミアム

当社は、2014年2⽉に、頭痛に対する「効き⽬」「速さ」「胃へのやさしさ」などの⾼機能を重視する働く⼥性の
ニーズに応える「バファリンプレミアム」を新発売し、売上⾼は当社計画⽐約1.5倍と好調に推移しました。バファ
リンプレミアムの購⼊者は30代の有職⼥性が中⼼であり、働く⼥性のニーズを捉え、共感を得たことが販売好調に
つながりました。

当商品発売後、横ばい傾向にあった解熱鎮痛薬市場は前年⽐104% に拡⼤し、中でも⾼機能カテゴリー の解熱鎮

痛薬市場は前年⽐114% と⼤きく拡⼤するなど、市場の活性化に貢献しました。

*1 (株)インテージSDIデータ、解熱鎮痛薬市場、2014年1⽉〜12⽉ 累計販売⾦額前年⽐
*2 当社定義
*3 (株)インテージSDIデータ、解熱鎮痛薬⾼機能カテゴリー市場（ライオン定義）、2014年1⽉〜12⽉ 累計販売⾦額前年⽐

2015年の戦略

解熱鎮痛薬や⾼付加価値⽬薬の強化で事業基盤の徹底強化を図ります。

解熱鎮痛薬では、⾼機能カテゴリーの拡⼤を⽬指し、⾼齢化社会の進⾏により拡⼤が⾒込まれるボディペイン 有

訴者に向けた新製品を投⼊し、新規需要開拓と市場の活性化を図ります。⽬薬では、⾼価格帯、中価格帯製品をさ

らに育成することで、中⾼年向け⽬薬を強化し、事業収益⼒を⾼めます。

*4 腰痛や肩の痛みなど

薬品事業（アニュアルレポート2014）

*1 *2

*3

*4
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2014年のキープロダクト 2015年の戦略

ハンドソープの泡タイプや、制汗剤の新製品が好調に推移し、当事業全体では、当社参⼊市場の伸びを上回る成⻑を実現し、売上⾼も前

年を上回りました。

2014年のキープロダクト

Ban 汗ブロックロールオン

2014年の新製品「Ban 汗ブロックロールオン」は、2⽉の発売以来5ヶ⽉で、累計販売個数250万個を突破しまし
た。「ワキ汗を抑えることで汗ジミを気にしない」という視覚に訴えた新たな着眼点が⽣活者のニーズに合致し、

また、有効成分を肌にしっかり密着させる独⾃技術と、汗が出る前にワキ汗をブロックする技術を採⽤した当商品

は、使⽤感が⾼く評価されて売上を伸ばしました。2014年の制汗剤市場は、6⽉〜8⽉の最盛期の天候不順により市
場全体は前年を下回りましたが、当商品の売上⾼は計画を⼤幅に上回り、制汗剤の⼥性向けロールオンカテゴリー

市場は前年⽐1.3倍 となり、市場拡⼤に貢献しました。

*1 ㈱インテージSRIデータ、⼥性向け制汗剤ロールオン市場（ライオン定義）、2014年1⽉〜12⽉ 累計販売⾦額

2015年の戦略

「キレイキレイ」と「Ban」のブランドで市場の成⻑以上の成⻑とシェア向上を⽬指します。

「キレイキレイ」では、ハンドソープ市場の約3割 を占める台所での使⽤拡⼤を⾒込み、洗⾯所とは異なる⼿洗い

ニーズに着⽬したキッチン⽤泡タイプハンドソープの新製品を発売し、市場を牽引している泡タイプのラインナッ

プを拡充します。

また「Ban」では、昨年「ワキ汗ジミ抑制」ニーズを顕在化し市場を拡⼤させた「Ban 汗ブロックロールオン」に
アイテムを追加するとともに、⽣活者のもう⼀つの⼤きな悩みである「ワキのニオイ」を抑える新製品を投⼊し、

制汗剤市場の拡⼤を図ってまいります。

*2 当社調べ

ビューティケア事業（アニュアルレポート2014）

*1

*2
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2014年のキープロダクト 2015年の戦略

台所⽤洗剤の⾷器洗い機専⽤洗剤が好調に推移、また住居⽤洗剤の浴室⽤カビ防⽌剤も堅調に推移しましたが、⼿洗い台所⽤洗剤

「CHARMY 泡のチカラ」が伸びなやみ、当事業分野全体の売上は前期を下回りました。

2014年のキープロダクト

「ルック おふろの防カビくん煙剤」

2012年に新発売した浴室のカビ防⽌剤「ルック おふろの防カビくん煙剤」は、「銀イオンの煙」で浴室全体を除
菌して「⿊カビの発⽣⾃体を防ぐ」機能で、浴室の⿊かび掃除に不満を持っていた主婦や、衛⽣意識の⾼い⽣活者

の⾼評を得ています。当商品は、発売から約2年間の間に累計販売数1000万個 を突破しました。カビ取り剤市場

は、近年縮⼩傾向で推移していましたが、当商品の発売以降、販売単価の上昇とともに、2013年、2014年と市場
規模は拡⼤しています。広告やプロモーションの拡充によりユーザー定着化を図り、また秋には「せっけんの⾹

り」を追加発売し、市場活性化につながりました。

＊当社調べ

2015年の戦略

台所⽤洗剤市場は、⾷洗機⽤洗剤市場が伸⻑する⼀⽅、⼿洗い⽤洗剤市場は停滞が続いています。当社は、⼿洗い

⽤洗剤の洗浄結果には満⾜度が⾼いが、洗っている間の油汚れのベタつきなどで「⾷器洗い」のプロセスそのもの

に不満があることに着⽬し、洗浄⼒とは異なる新しい価値の提供により市場の活性化を図ります。ベタつく油汚れ

を“サラサラ落とす”「ナノ洗浄」を開発し、⾷器洗いを⼿早く効率的に⽚付けたいという「⼿早さ価値」の提案
で、台所⽤洗剤での市場地位回復と市場の活性化を⽬指します。

リビングケア事業（アニュアルレポート2014）

＊
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通販事業 ペット⽤品事業

その他の分野は、機能性⾷品等を扱う「通販事業」、ペット⽤品を販売する「ペット関連事業」などで構成されています。

通販事業

2014年の振り返り

通販事業は、良質な休息を⽀える清酒酵⺟を配合した「グッスミン 酵⺟のちから」を新発売し、お客様のご好評を
得ましたが、主⼒の「ナイスリムエッセンス ラクトフェリン」が消費増税後の需要減少の影響や原料価格の上昇等
のコストアップによりプロモーション費⽤を抑制したために伸びなやみ、全体の売上は前期を下回りました。

2015年度の戦略

通販事業は、⾷品の機能性表⽰制度への対応を始めます。また、エイジングヘアケアシリーズ「Fleuria」や「グッ
スミン 酵⺟のちから」などのQOL向上の商品の育成に注⼒するなど新領域も含めた第２、第３の柱となる商品開発
の強化を⾏い、1⼈当たりの購⼊額増加に向けた取り組みを推進します。

その他の分野（アニュアルレポート2014）



ペット⽤品事業

2014年の振り返り

当社は、「ペットオーラルケアの更なる進化」と「ペットランドリーケアカテゴリーの創出」に注⼒しました。オ

ーラルケア⽤品は、「ペットキッス」シリーズに、より機能を追求した新製品を導⼊することで堅調に推移しまし

た。猫⽤トイレの砂「ニオイをとる砂」も順調に推移し、また、ペット特有のニオイを落とす成分を配合したペッ

トの⾐類専⽤洗剤「LIONペット⽤品の洗剤」を新発売し、新市場の創出に取り組みました。

2015年度の戦略

本年は、「ペットオーラルケア」に加え、昨年創出した新市場「ペットランドリーケア」において徹底した市場開

拓を図ります。「ペットオーラルケア」では「ペットキッス」を総合⻭周ケアにおける機能ブランドとして育成を

強化し、獣医向けブランドと連動した⻭周ケア意識の啓発を促進します。また、「ペットランドリーケア」では製

品ライン拡⼤と洗濯意識の醸成により、市場を更に拡⼤させていきます。
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化学品事業分野 業務⽤洗浄剤事業

売上⾼ 営業利益

化学品分野は導電性カーボン、⼟⽊建築⽤薬剤が好調に推移、業務⽤洗浄剤はハンドソープが順調に

推移するとともに、厨房向け消毒⽤アルコールが好調に推移し、売上⾼は前期を⼤幅に上回りまし

た。

産業⽤品事業（アニュアルレポート2014）



脂肪酸メチルエステル 導電性カーボンブラック製品

業務⽤洗浄剤 ⼟⽊建築⽤薬剤

化学品事業分野

2014年の振り返りと2015年度の戦略

2014年は、リチウムイオン電池などの⼆次電池向けケッチェンブラックや、⼟⽊建築⽤薬剤などの付加価値製品の売上が伸張したことにより、利益は⼤幅
に改善しました。2015年は、グループ内の化学品事業を再編・統合します。分散していた社内資源を集約し、国内外のお客様へのアプローチを強化すると
ともに、研究、⽣産、営業およびSCMを⼀元化することにより更なる効率化を進め、尚⼀層の成⻑を⽬指して参ります。

業務⽤洗浄剤事業（ライオンハイジーン株式会社）

2014年の振り返りと2015年度の戦略

2014年は、衛⽣意識の⾼まりに対応した衛⽣管理提案によるハンドソープ・アルコール製剤の伸張と、業務⽤キッチンペーパー（リード）などの拡販によ
り、売上、営業利益共に２桁成⻑となりました。2015年は引き続き、総合衛⽣管理提案を充実することで、ユーザーサービスを⼀層強化し、⾷器洗浄機⽤
洗浄剤、クリーニング⽤洗剤等のプロユース市場でのシェア拡⼤、病院や介護施設等の市場の伸びが期待できる業態での新規顧客獲得を⽬指します。
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2014年の市場環境と業績振り返り 2015年の戦略 地域別レビュー

売上⾼ 営業利益

売上⾼は、タイではオーラルケアやボディソープが、また中国ではオーラルケアが好調に推移し、前

期を⼤きく上回りました。営業利益は、事業拡⼤に向けた先⾏投資等により、前年を下回りました。

2014年の市場環境と業績振り返り

2014年の業績は、売上⾼は円安の影響を受け前期⽐12%増加しました(為替変動の影響を除いた実質前期⽐は6.0%の増加)。タイや⾹港などでの政情不安や
中国での経済成⻑減速の環境下、東南アジアを中⼼に伸び⾏く中間所得層をターゲットとしたパーソナルケア分野の売上が増加しました。また、下期以降に

はタイの売上成⻑が回復しました。中国では、オーラルケアが好調に推移するとともに、ネットを通じた販売が伸張しています。

海外ではオーラルケア、洗濯⽤洗剤等の主要分野において、マーケティング施策を積極的に展開するとともに、「システマ」、「トップ」、「キレイキレ

イ」、「植物物語」等グローバルブランドの展開を充実させ、事業規模の拡⼤に注⼒しております。また、順次⽣産設備を増強しており、2014年は中国の
オーラルケア新⼯場が稼動しました。

2015年の戦略

2015年も、アジア地域におけるプレゼンスをさらに⾼めるとともに、収益基盤の構築を図ります。主な取り組みとして、中間所得層を確実に取り込むた
め、グローバルブランドの育成やパーソナルケアブランドをさらに強化し、売上成⻑とともに事業ミックスの改善を図ります。また、効率的な⽣産拠点の活

⽤で、事業基盤の強化とコスト競争⼒を⾼めます。2013年に開始したフィリピン事業についても事業拡⼤を図るとともに、MES事業の販売先拡⼤を進め、
先⾏投資事業の軌道化に向け、利益ある成⻑を⽬指します。

海外事業（アニュアルレポート2014）



Pao
洗濯⽤洗剤

Systema
ハブラシ

Shokubutsu Monogatari
ボディーソープ

地域別レビュー

タイ

韓国

中国

台湾

⾹港

シンガポール

フィリピン

マレーシア

インドネシア

2014年の振り返り

当社のタイ事業は、オーラルケア、洗濯⽤洗剤、シャンプー、ボディソープ、台所⽤洗剤などで構成されており、当社が海外で展開している国の中で最⼤の

売上を持っています。

タイでは、重点的に販促活動を実施した「システマ」ハブラシや「植物物語」ボディソープが好調に推移、またプロモーションを継続的に⾏ったハミガキ

や、洗濯⽤洗剤では従来型の粉末洗剤が好調に推移しました。消費マインドの低下、参⼊市場の成⻑の鈍化傾向が⾒られましたが、後半は売上成⻑が回復

し、全体の売上は前年を上回り、円貨換算でも上回りました。

2015年の戦略

オーラルケア分野、洗濯⽤洗剤分野の主⼒ブランドでは新技術、新原料を導⼊した⾼付加価値品の新製品を発売、またハミガキでは宣伝などによる育成を継

続し、収益性の向上を図ります。

タイ 売上⾼成⻑率︓
（昨年同期⽐、現地通貨ベース） +5%



Ai-kekute
ハンドソープ

Beat
洗濯⽤液体洗剤

Systema
ハブラシ

Systema
ハブラシ

Systema
ハミガキ

新⼯場

2014年の振り返り

韓国では、洗濯⽤洗剤、オーラルケア、台所⽤洗剤、ハンドソープなどの分野で事業を展開しています。

2014年は、オーラルケアでは「システマ」ブランドの⻭⽯ケアハミガキ・ハブラシの新製品、洗濯⽤洗剤では液体「ビート」、ハンドソープでは「アイケ
クテ（⽇本名キレイキレイ）」に新製品を追加し好調に推移しましたが、台所⽤洗剤が伸び悩みました。全体の売上は前期を下回りましたが、円貨換算では

為替変動の影響により前期をかなり上回りました。

2015年の戦略

韓国事業は、収益性改善と「ビート」「アイケクテ」「システマ」、台所⽤洗剤「チャムグリーン」などの主⼒ブランドの強化を事業のテーマとして位置づ

けています。⾼付加価値品の導⼊や成⻑市場への重点化、Eコマースなどの拡⼤する新規チャネルの活⽤などで市場地位向上を⽬指します。

2014年の振り返り

中国では、「システマ」ハブラシが好調に推移するとともに、新製品「システマ」ハミガキがお客様のご好評を得ました。また、Ｅコマースや⽇本製品の輸

⼊販売が増加し、全体の売上は前期を⼤幅に上回り、円貨換算でも⼤幅に上回りました。2014年にオーラルケアの新⼯場が竣⼯し、4⽉から⽣産を開始しま
した。⽣産能⼒はこれまでの3倍程度にまで引き上げられ、⽣産能⼒増強を計画通り⾏うことができました。

2015年の戦略

中国では、オーラルケア分野の重点化を継続し、販売エリアの拡⼤やチャネル戦略、地域特性に合った商品戦略、営業体制の整備を⾏い、事業規模の拡⼤と

収益性向上を図ります。新⼯場の稼動により、中国でのオーラルケア製品の需要の伸びに対応するとともに、北東アジアでのオーラルケア製品の⽣産供給体

制の最適化を図り、グループシナジーを⾼め、商品開発スピードを加速します。

韓国 売上⾼成⻑率︓
（昨年同期⽐、現地通貨ベース） -4%

中国 売上⾼成⻑率︓
（昨年同期⽐、現地通貨ベース） +22%



NANOX
洗濯⽤液体洗剤

NANOX
洗濯⽤液体洗剤

Top
洗濯⽤粉末洗剤

KireiKirei
泡ハンドソープ

ファブリックケア分野では５⽉に「NANOX」を発売し、売上⾼は前年を上回りましたが、オーラルケア分野が伸び悩み、全体の売上は前年を下回りまし
た。ヘルスケア事業の強化や分野別のチャネル戦略で、収益性向上を⽬指します。

ファブリックケア分野では、超コンパクト洗濯⽤液体洗剤「NANOX」が好調に推移しました。また、オーラルケア分野では継続的な販促活動により「シス
テマ」ハブラシが好調に推移し、⾹港全体の売上は現地通貨、円貨換算とも前期を上回りました。

オーラルケア分野では「システマ」シリーズ、ファブリックケア分野では粉末「トップ」、ビューティケア分野では「キレイキレイ」の泡ハンドソープとボ

ディソープに新製品を導⼊したことが奏功し、全体の売上は現地通貨、円貨換算とも前期を上回りました。それぞれのカテゴリーでのリーディングブランド

としての地位の磐⽯化と効果的な店頭での販売促進の実施で、⾼収益カテゴリーの売上増加を⽬指します。

台湾 売上⾼成⻑率︓
（昨年同期⽐、現地通貨ベース） -2%

⾹港 売上⾼成⻑率︓
（昨年同期⽐、現地通貨ベース） +5%

シンガポール 売上⾼成⻑率︓
（昨年同期⽐、現地通貨ベース） +3%



HANA
シャンプー

Systema
ハミガキ

Top
洗濯⽤粉末洗剤

Systema
ハブラシ

フィリピンでは、2013年7⽉にオーラルケア、9⽉にビューティケア分野で事業を開始し、2014年は新ブランドの浸透のために積極的な宣伝、販売促進を実
施しました。中間所得層の拡⼤とともにシャンプー、ハミガキの付加価値品が増加しており、今後は宣伝の集中投下と⼩売店への配荷拡⼤を⾏い売上拡⼤と

収益⼒向上を⽬指します。

オーラルケアでは「システマ」ハブラシが好調に推移しました。ファブリックケア分野は、2014年も洗濯⽤洗剤でシェア No.1 を維持しましたが、全体の

売上は前年⽐横ばいでした。洗濯⽤洗剤がNo.1の地位を強化するとともに、ヘルスケア事業の品揃え拡⼤などを⾏い、事業基盤の強化と収益性改善を図り
ます。

*1 持分法適⽤関連会社
*2 ライオンエコケミカルズを除く
*3 当社調べ

フィリピン 売上⾼成⻑率︓ 2013年中に事業を開始したた
め、前年同期を算出しており
ません。

マレーシア*1 売上⾼成⻑率︓
（昨年同期⽐、現地通貨ベース） 0%*2

*3



mama
台所⽤洗剤

emeron
シャンプー

2014年の前半は当社参⼊市場の成⻑鈍化の傾向が⾒られましたが、リビングケア分野では、拡⼤する台所⽤洗剤で「mama」が好調に推移、ビューティケア
分野では「エメロン」改良品、オーラルケア分野ではハブラシが好調に推移し、全体の売上は現地通貨、円貨換算ともに前年を上回りました。増加する中間

所得層のニーズに対応した⾼付加価値品を導⼊し、事業の成⻑維持と収益性向上を⽬指します。

*持分法適⽤関連会社

海外拠点⼀覧︓http://w w w .lion.co.jp/ja/company/group/global/

インドネシア* 売上⾼成⻑率︓
（昨年同期⽐、現地通貨ベース） +16%
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事業を通じて、清潔・健康・快適で持続可能なくらしの実現に貢献します。

ライオンのCSRの原点は、「⼈のため、世のために役⽴つ仕事」という創業の精神にあります。社是・経営理念に基づいて確固たる経営の基盤を作り上
げ、経営ビジョンのもと、CSR重要課題を組み込んで事業活動を推進することで、社会の持続的な発展に貢献します。

CSR⽬標の設定と進捗管理

当社は、2011年から国際的な社会的責任の⼿引きであるISO26000を活⽤し、第三者機関の意⾒を参考にしながら、国内グループにおいて対応状況の確認・
評価を⾏ってきました。CSRに関する世界的な動向や当社グループの事業特性、潜在的なリスク・機会と影響度などを検討し、2012年にCSR重要課題を特
定しました。また、重要課題それぞれにおいて、2014年中期⽬標を設定し、PDCAによる改善活動を⾏っています。海外グループにおいては8社を訪問し、
CSRの取り組みをヒアリングするとともに、グループとしての⽬指す姿や各社の重要課題を共有しました。今後、中期⽬標を設定し、PDCA管理を進めま
す。

CSR重要課題

中核主題 ⽬指す姿 CSR重要課題

組織統治 社会から信頼され続ける健全な経営体制の維持 ライオングループのCSR管理体制の構築

事業継続計画の⾒直し

コンプライアンスの浸透／内部統制

詳細はこちら (1.8MB)

⼈権 ⼈権を尊重する体制の整備 ⼈権に関する⽅針の策定と周知

⼈権デューディリジェンス

詳細はこちら (2.2MB)

サステナビリティ（アニュアルレポート2014）

http://www.lion.co.jp/ja/csr/report/pdf/2014-p16-18.pdf
http://www.lion.co.jp/ja/csr/report/pdf/2014-p19.pdf


労働慣⾏ 従業員のモラールとモチベーションの向上による意識変⾰ ⼈材育成・活性化プログラムの推進

働きやすい職場づくり

従業員の健康管理の推進

ライオングループの労働安全衛⽣管理体制の充実

詳細はこちら (1.8MB)

環境 「環境対応先進企業」としての持続可能な社会の発展への貢献 先進的な環境への取り組み

汚染の予防

ライオングループの化学物質管理の充実

詳細はこちら (3.2MB)

公正な事業慣⾏ バリューチェーン全体でのCSR活動の推進 CSR調達の推進

詳細はこちら (1.9MB)

消費者課題 安全で安⼼な商品づくりによるお客様満⾜の追求 持続可能な社会の発展に貢献する商品・情報の提供

くらしに役⽴つ⽣活情報の発信と啓発活動

ライオングループの品質保証体制の充実

情報セキュリティ対策の推進

詳細はこちら (3.1MB)

コミュニティへの参画および発展 社会や地域との共存共栄／健康・快適・環境分野での社会の発展への貢献 健康・快適分野における社会貢献プログラムの充実

詳細はこちら (2.1MB)

Pickup

研究開発

当社の研究開発部⾨は「Vision2020」における⽬標達成に貢献する戦略的なテーマを選定しています。

Copyright© 1996-2015 Lion Corporation. All rights reserved.
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研究開発

研究開発部⾨では、「Vision2020」達成にむけて戦略的テーマを設定し、⾼い技術⽬標と技術イノベーションに挑戦して、新製品開発を進めています。本年
から始まる「Vision2020」の「V-2計画」の3年間では、「競争優位」がキーワードとなります。

このキーワードを受けて研究部⾨では、国内事業のオーラルケア、ファブリックケア、薬品分野において、当社の強みである⼝腔科学と界⾯科学の技術を深

掘りし、収益⼒の⼀層の向上につながる付加価値の⾼い製品の開発に注⼒しています。また、薬品、機能性⾷品などのライフサイエンス分野では、社外研究

機関との共同研究とともに、治験など科学的エビデンスに⽴脚したシーズ開発を推進し、新たな価値、成⻑分野創出に重点的に取り組んでいます。海外事業

では、海外のR&Dとの連携を⼀層強化し、成⻑著しい東南アジア、北東アジア市場で新たな価値提供につながる製品開発に取り組んでいます。

ライオンのR&Dは、国内外で技術分野やカテゴリーや組織の枠を超えてオールライオンの⼒を発揮するとともに、オープンイノベーションを推し進めるこ
とで、競争優位な製品・技術開発を⽬指します。

研究開発（アニュアルレポート2014）

Copyright© 1996-2015 Lion Corporation. All rights reserved.



基本的な考え⽅ ライオンのコーポレート・ガバナンスの特徴 社外役員の選任状況 取締役および監査役の報酬等の総額

社会から信頼され続ける健全な経営体制の維持

基本的な考え⽅

当社は、経営の透明性を⾼め、監督機能と意思決定の迅速化を図り、コンプライアンスを確保することを、コーポレート・ガバナンス上の最重要課題と位置

づけており、コーポレート・ガバナンス体制の強化・充実を推進することにより、企業価値の向上を⽬指しています。

ライオンのコーポレート・ガバナンスの特徴

当社は、企業が果たすべき社会的責任、ステークホルダーからの信頼など社会通念上の視点から経営を客観的に評価するため、2003年10⽉に社外有識者で
構成する「経営評価委員会」を設置し、コーポレート・ガバナンス体制のあり⽅、事業開発・製品開発の⽅向性などに関する委員の意⾒を経営に反映させて

います。2004年3⽉には執⾏役員制の導⼊に合わせ取締役の員数削減を⾏うことで、業務執⾏機能を強化し取締役会の機動性を向上させています。2006年3
⽉には取締役会の監督機能をさらに強化するため社外取締役を2名招聘しています。同年12⽉には、役員報酬などの客観性および透明性を⾼めるため、社外
役員（社外取締役2名および社外監査役2名）で構成する「報酬諮問委員会」を設置しています。代表取締役と社外役員との定期的な情報交換を実施し、経
営の監督・監視機能の充実に努めています。また、2013年1⽉には「社外役員の独⽴性に係る基準」を制定し、当社と特別な利害関係がなく独⽴性を確保で
きる⼈材を社外役員に招聘している旨を明⽰しています。

なお、当社株式などの⼤規模買付⾏為に関する対応策（買収防衛策）については、2009年に定時株主総会の承認を得て導⼊し、2015年の定時株主総会で、
2018年まで適⽤期間を延⻑することをご承認をいただきました。

コーポレート・ガバナンス（アニュアルレポート2014）



コーポレート・ガバナンス体制

取締役会

当社の取締役会は、全社的な⽬標を定めこの⽬標に基づく経営計画を策定する機関と位置づけられています。取締役は10名で、うち2名が社外取締役です。
⽉に1回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営に関する重要事項について意思決定するとともに、業務執⾏の監督を⾏っていま
す。取締役の任期は1年です。

取締役の報酬は、その客観性および透明性を⾼めるため「報酬諮問委員会」の答申に基づき、取締役会で決定しています。

執⾏役員制度

当社は、迅速な業務執⾏と取締役会の機能強化のために、全執⾏役員が出席する執⾏役員会を毎⽉1回開催し、業務執⾏に関する基本的な事項および重要事
項にかかる意思決定を機動的に⾏っています。執⾏役員は14名で、うち7名が取締役の兼務者です。任期は取締役と同様に1年です。

監査役会

各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準および監査⽅針等に従い、取締役会その他重要な会議への出席や取締役の職務執⾏状況の聴取、本社・主要

事業所・⼦会社の調査を実施しています。また、代表取締役との意⾒交換会を年2回実施しています。

監査役は4名で、うち2名が社外監査役です。

監査役会は、会計監査⼈や内部監査部⾨である監査室からの監査報告に際して、意⾒交換等を⾏い連携を図っています。

経営評価委員会

社外有識者7⼈からなる「経営評価委員会」を年2回開催し、コーポレート・ガバナンス体制のあり⽅、事業開発・製品開発の⽅向性、CSR（企業の社会的
責任）の考え⽅等、全般経営課題に関する委員の意⾒を経営に反映させています。

報酬諮問委員会

役員報酬等の客観性および透明性を⾼めるため、社外取締役2名および社外監査役2名の計4名の独⽴役員で構成する「報酬諮問委員会」を設置しています。



社外役員の選任状況

当社は、コーポレート・ガバナンスの強化に資するため、当社および重要な取引先等との利害関係がなく、独⽴性を確保できることを条件に社外役員（取締

役2名および監査役2名）を招聘し、経営の監督・監視機能の充実に努めています。なお、今般社外役員4名全員を独⽴役員に指定致しました。

社外取締役

⽒名 嶋⼝ 充輝

出席状況 当年度開催の取締役会18回のうち、17回に出席

選任理由

マーケティングの分野でご活躍され、また他社での社外取締役および社外監査役の経験をお持ちの同⽒を社外取締役として招聘することにより、同

⽒のマーケティング分野における豊富な知識・経験を当社の経営に活かすとともに、取締役会の監督機能の充実を図るものです。

＜独⽴役員に指定した理由＞

当社が定める「社外役員の独⽴性に係る基準」を満たしており、且つ、株式会社東京証券取引所が定める独⽴性の要件も満たしていることから⼗分

な独⽴性を有していると判断し、独⽴役員に指定しております。

⽒名 ⼭⽥ 秀雄

出席状況 当年度開催の取締役会18回のうち14回に出席

選任理由

弁護⼠として豊富な経験・知識をお持ちであるとともに、他社での社外取締役および社外監査役の経験をお持ちの同⽒を社外取締役として招聘する

ことにより、経営の透明性・客観性を⾼め、取締役会の監督機能の充実を図るものです。

＜独⽴役員に指定した理由＞

当社が定める「社外役員の独⽴性に係る基準」を満たしており、且つ、株式会社東京証券取引所が定める独⽴性の要件も満たしていることから⼗分

な独⽴性を有していると判断し、独⽴役員に指定しております。

社外監査役

⽒名 ⼟井 英雄

出席状況 当年度開催の取締役会18回、監査役会13回それぞれ全てに出席

選任理由

公認会計⼠としての専⾨知識、経験をお持ちの同⽒を社外監査役として招聘することにより、経営の監視機能の充実を図るものです。

＜独⽴役員に指定した理由＞

当社が定める「社外役員の独⽴性に係る基準」を満たしており、且つ、株式会社東京証券取引所が定める独⽴性の要件も満たしていることから⼗分

な独⽴性を有していると判断し、独⽴役員に指定しております。

⽒名 野村 純章

出席状況 当年度開催の取締役会18回のうち17回に、監査役会13回全てに出席

選任理由

税理⼠としての専⾨知識、経験をお持ちであるとともに、他社での社外取締役としての経験をお持ちの同⽒を社外監査役として招聘することによ

り、経営の監視機能の充実を図るものです。

＜独⽴役員に指定した理由＞

当社が定める「社外役員の独⽴性に係る基準」を満たしており、且つ、株式会社東京証券取引所が定める独⽴性の要件も満たしていることから⼗分

な独⽴性を有していると判断し、独⽴役員に指定しております。



取締役および監査役の報酬等の総額

当社は取締役および監査役の報酬等に関する⽅針について客観性および透明性を⾼めるため報酬諮問委員会の答申を最⼤限に尊重して、取締役については取

締役会で、監査役については監査役会でそれぞれ決定することとしております。

役員区分 役員の員数 報酬等の総額

取締役（うち社外取締役） 10名（2名） 442百万円（23百万円）

監査役（うち社外監査役） 4名（2名） 76百万円（23百万円）

合計（社外役員） 14名（4名） 519百万円（47百万円）
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社外取締役
慶應義塾⼤学名誉教授

嶋⼝充輝

社外取締役
弁護⼠

⼭⽥秀雄

ライオン株式会社の素晴らしさは、⼈間愛をベースにした組織⽂化のもと、「やさしさ」や「思いやり」を基調に

した社会価値の⾼い商品・サービスを提供し続けてきた歴史にあると思います。しかし、この伝統は時に⾃⼰満⾜

を⽣み、厳しい競争環境や⾼度化する⽣活者欲求などの変化に後れを取り、絶えざる⾰新を阻みかねません。さら

なる会社の発展のために、ソトの論理をウチなる組織に取り込み、厳しい⾃⼰変⾰を続ける鮮度の⾼い組織が強く

求められる所以です。もともと優れた⼈材や⾼い技術⼒を持つライオンが、その良き伝統を守りつつ、さらに⼤き

く⾶躍・発展するために、微⼒ながら、「ウチなるソトの⽬」で、時に厳しい注⽂をつけながら貢献していきたい

と思います。

私は弁護⼠という仕事を通じて、多くの企業の浮沈を⾒てきました。企業のステークホルダーの⽴場を⼗分に勘案

しながら、業績を上げ、企業が存続発展していくことは⼝で⾔うほど容易なことではないと実感しています。とり

わけ近時は業績だけではなく、コンプライアンスの観点が⽋けると、市場から排除されます。法律のルールを遵守

しつつ、その上で企業の独⾃性、さらには収益を上げていかねばなりません。ライオンは、多くの⼈が認める美し

い伝統と公正な理念を持つ企業です。私は企業法務に⻑らく携わってきた経験を活かし、ライオンの美点を守りな

がら、冒険を恐れずにチャレンジする姿勢を応援していきたいと考えています。そして、「今⽇を愛するライオ

ン」の明⽇をつくっていくことに貢献したいと考えています。

社外取締役メッセージ（アニュアルレポート2014）
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代表取締役
取締役会⻑

藤重 貞慶

代表取締役
取締役社⻑
執⾏役員

濱 逸夫
最⾼経営責任者

常務取締役
執⾏役員

笠松 孝安
リスク統括管理担当、企業倫理担当、秘書

部、コーポレートブランド推進室、経営企

画部、経理部、⼈事部、総務部、コーポレ

ートコミュニケーションセンター、お客様

センター、CSR推進部、薬事・品質保証
部、法務部担当

常務取締役
執⾏役員

渡 祐⼆
購買本部分担、⽣産本部分担、LOCOS推進
部、統合システム部、全国業務センター、

⽣産技術研究センター担当

取締役
執⾏役員

掬川 正純
ヘルス＆ホームケア事業部⾨分担、特販事

業本部分担、ヘルス＆ホームケア事業本部

⻑、宣伝部、⽣活者⾏動研究所、流通政策

部担当

取締役
執⾏役員

⼩林 健⼆郎
海外関係全般担当、国際事業本部⻑兼国際

事業本部オレオケミカル事業推進室⻑

取締役
執⾏役員

清⽔ 康男
ヘルス＆ホームケア営業本部⻑

取締役
執⾏役員

⾓井 寿雄
研究開発本部分担、化学品事業本部分担、

知的財産部担当

取締役

嶋⼝ 充輝
（慶應義塾⼤学名誉教授）

取締役

⼭⽥ 秀雄
（弁護⼠）

2015年3⽉27⽇現在

嶋⼝充輝⽒および⼭⽥秀雄⽒は、独⽴役員として東京証券取引所に届け出ております。

取締役、監査役および執⾏役員（アニュアルレポート2014）



常勤監査役

中川 康太郎
常勤監査役

⻄⼭ 潤⼦

社外監査役

⼩島 昇
（公認会計⼠、税理⼠）

社外監査役

東 英雄
（税理⼠）

補⽋の監査役

⼭⼝ 隆央
（公認会計⼠、税理⼠）

執⾏役員

榊原 健郎
ライオン商事株式会社

代表取締役社⻑

川添 衆
ライオンハイジーン株式会社

代表取締役社⻑

宮内 光平
購買本部⻑

岡野 知道
研究開発本部⻑

 
千葉 弘之
化学品事業本部⻑

中澤 ⿓司
特販事業本部⻑

篠原 隆
⽣産本部⻑

⼩島昇⽒および東英雄⽒は、独⽴役員として東京証券取引所に届け出ております。
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